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放射線治療と新規抗癌剤、
分子標的薬との併用の注意点
が

■は
近年、癌
の
分 ・増 に関 するシグ
ナル
経 や関
子が明らかになってきてお
り、これに関 する分子を標的とする治療薬（分子標
的治療薬）が次々と開発されている。2000 年代に分
子標的治療薬の有効性を示す臨床 験の結果が多く
の癌腫において報告され、治療開発が急速に進んで
いる分野であると言える。有効性が示された薬剤の中
には に実臨床で使用されているものもあり、その
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信

や適応
は年々増加している。従来の
性
癌剤は一般に
増 が盛んな正常
（ ：
、 化管
、生 器）にも作用して副作用が発
現するが、分子標的治療薬は対象分子を発現する
のみに作用するため、発現する副作用のプロフ イ
ルは 々の薬剤によって特 があり、
の 癌剤と
は異なっている。
本 では分子標的治療薬と放射線治療を併用する
の注意点について、頭 部癌を中心に べる。

放射線

特集

■

と放射線
現在、多数の分子標的治療薬が開発され、臨床
上の有用性が報告されている。現時点ではまだ 験
の対象は再発・ 隔
症 を中心としたものが多
いが、臨床 験分子標的治療薬の中には放射線増
感作用を有するものもあり、頭 部癌では局所進行
を対象に放射線治療への上 せ効果が 討されて
いるところである。2006 年にBonnerらが局所進行
頭 部癌 者を対象に、放射線治療をコントロール
アームとしてCetu imabを併用した場合に生 期間
が 長することを第 相 験で示し報告した（1）。分子
標的治療薬が放射線治療への上 せ効果を示したの
はこの 験が最 である。今のところ第 相レ ルで
の有用性が報告されているものはあるが、第 相
験で
の治療に対する分子標的治療薬の上 せ効
果を示したものは癌腫、薬剤問わず他にない。分子
標的治療薬は
の
性 癌剤とは異なり
性や心 性などの有害事象が出現しにくいため・放
射線単独では制御が しい
的進行した症 で、
かつ 癌剤治療が
な症 （高 者、合併症があ
る症 など）・放射線感 性が高く、現在の標準治
療ではover treatmentであると考えられる症 （HPV
陽性中 頭癌）・局所進行 で
の治療では 分
な制御が見 めない症 などを対象に治療開発が進
められている。

■

放射線

と

が

24.4 月、RT 単独群で 14.9 月とCetu imab RT
群で 有 意に良
で あ っ た（
ー ド 0.68
p 0.005）。OS中央値もCetu imab RT群で49 月、
RT 単独群で 29.3 月とCetu imab RT 群で有意に
良 であり（
ード 0.74 p 0.03）、Cetu imab
の RTに対する生 への上 せ効果が示された（
１）。全ての癌において分子標的治療薬として めて
放射線療法への生 の上 せ効果を示したことから、
注目されているが、局所進行頭 部癌の標準治療は
もはや RT 単独ではなく、化学放射線療法であること
から、合併症、PSなどにより化学放射線療法が不適
の場合に るべきと 識されている。

図１ Bonner study（RT vs. RT+ cetuximab）の生存

Bonner J, et al. N Engl J Med 2006;354:567-578

れ い

現在放射線治療と併用
な 一の分子標的治
療薬である。
上 成長 子 容体（epidermal growth factor
EGFR）は、HER-1としても知られる
通性 タン
パクである。この EGFRは頭 部 平上 癌の 90
以 上で発 現しており重 要な標 的の 1つである。8090 の頭 部 平上 癌においてEGFRの過 発現
が められており、また前癌病変が
癌に変化し
ていくのにともなってその発現が上 することも報告さ
れている（2）。またEGFRの過 発現は、腫瘍サイズの
増大、stageの進行、再発の スク増加、放射線療
法低感 性、予後不良にも関 している（3 4 5）。以上
の理 から、EGFRは頭 部癌の治療のター ットと
なっている。Cetu imabは基礎的実験により放射線
増感作用を有することが報告されている。Bonnerら
は 2006 年に中下 頭・ 頭の Stage III/IVの局所
進行 平上 癌を対象にRTにCetu imabを上 せ
する 意 義 を
し た 第 相 験（ 以 下 Bonner
study）の結果を報告した（1）。局所制御期間中央値は
Cetu imabとRT 同 時 併 用 群（Cetu imab RT）で

Bonner studyでは、放射線 射方法として、一
日一回通常分割 射、一日２回、加速分割 射法の
３つが 容され、最も生 への上 せ効果が高かっ
たのが、加速分割 射法であった（表１）。このこと
から現在 cetu imabをはじめとするEGFR 害剤と併
用する放射線 射は、加速分割 射法が主 となっ
ており、本 でもcetu imab 加速分割 射法の第
II 相 験が進行中である。

表１ Bonner study における放射線照射方法毎の治療成績
Subgroup

Median
numer of
months
N

Hazard
ratio

RT alone

N

p value
Cetuximab+RT

213

29.3

211

49

一日一回

55

15.3

50

18.9

一日二回

37

53.3

38

58.9

加速分割照射

120

31

117

>66.0

全患者

0.74 (0.57-0.97)

0.03

RT regimen
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先に べたBonner StudyにおいてCetu imab
RTは RT への生 の上 せ効 果を示したことから、
、
性などの副作用の強い化学放射線
療法と り えることは
かということが学会にて
議論されている。現時点では 分なエビデンスがない
ため、局所進行頭 部癌の治療としてcetu imab
RTを化学放射線療法と り えるのは時期
と
識されている。2011 年の ASCOでは切 不 な局
所進行頭 部癌に対して導 化学療法 化学放射
線 療 法をコントロールアームとして導 化 学 療 法
Cetu imab RTの効果を
するランダム化第
相 験（TREMPLIN
験）の結果が発表された（6）。
これによると主要評価 目の 3 か月 頭
率は化
学 放 射 線 療 法 群とCetu imab RT 群で同 であり
（95 vs93
p 0.63） 治 療
遂 率 は
Cet u imab RT 群が良 であった（43 vs71 ）。
この結果を け現在第 相 験が進行中であり、結
果が待たれるところである。
また、 標 準 治 療 で ある 化 学 放 射 線 治 療 へ の
Cetu imabの上 せ効果も 討されている。2011
年の ASCOでは Stage III/IVの局所進行頭 部 平
上 癌を対 象に、 放 射 線 治 療（ 加 速 分 割 射 法 ）
CDDP（Day1 23））をコントロ ー ルア ー ムとし、
Cetu imabの上 せ効果を
する第 相
験
（RTOG0522）の結果が報告された（7）が、Cetu imab
の化学放射線治療への上 せ効果は示されなかった
（2 年 OS 83 vs80
HR 0.87 p 0.17）。この
験 では Cetu imab
群 では Grade3-4の
（45 vs35
p 0.003）、
害（40 vs17
p 0.0001）が有意に増加することも報告されている。
有意 が められなかった理 としては、CDDPと
Cetu imabの放射線増感作用機序が
している
（DNA 修復や腫瘍
増 の 害）ため、相 効果
が表れにくかったこととCetu imab
が化学放射
線治療中に 定されており、他の 験に べて総
量が少なかったことが指 されている。

■

Cetu imabは単独使用で Infusion Reaction（IR）
害、急性
害などの副作用が出現する。放
射線治療との併用で問題になるのは
害、そし
て化学放射線治療との併用ではさらに
も問題
に な る。 こ れ ら は 放 射 線 治 療 単 独、 あ る い は
Cetu imab 単独での治療時に べて重 になりやす
（8）
く、かつ高 度に出現する（表２、３、 ２）
。
や
に対する特異的な対処法は現時点
で 立しておらず、創面の 生状 や
状 を
つなど、従来の化学放射線治療時に
や
が出現した場合の対処方法に準じて対応する。
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表２：RTOG0522 における有害事象の頻度
G3-4 皮膚炎 G3-4 皮膚炎
（照射野内） （照射野外）

G3-4 粘膜炎

CDDP+RT 群

15%

1%

33%

CDDP+Cmab+RT 群

25%

19%

43%

図２ Cetuximab ＋ＲＴで出現した Gr3‐4 皮膚炎症例（文献 6 より）
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■

た

と放射線

発

を

し

EGFR typosine kinase 害 剤 であるge tinibも
隔再発頭 部 平上 癌を対象とした臨床 験の
報 告がされている。Ge tinibもcetu imab 同様に、
放射線増感作用が基礎実験で報告されており、放射
線療法との併用の臨床 験も進行中である。2007 年
ASCOにてge tinibを併用した化学放射線療法の第
相 験の結果が相次いで報告され（9）（10）、良 な結
果を ている（表３）
表 .3 gefitinib を併用した化学放射線療法
presenter

phase

併用 regimen

n

CR

PFS

OS

Rueda(9)
(2007)

II

CDDP
AFX-CB

46

52%

47%(2yr)

56%(2yr)

Ahmed(10)
(2007)

II

5FU+hydroxyurea
Twice daily RT

67

76%

64%*(3yr)

73%(3yr)

特集

Erlotinibもge tinib同様にEGFR typosine kinase
害剤である。2007年のASCOにてCDDP（100mg/
m2 day1 22 43）を同時併用する化学放射線療法
とerlotinibとの併用の第 相 験（n 31）にて、CR
76.7 と良 な結果が報告されている（11）。 性に関
しては、 射部 におけるgrade3 以上の
と
の 度が高いことも報告されている。さらに、同学
会では First lineの 隔再発頭 部 平上 癌を対
象としたDoceta el CDDP erlotinib 併用療法の第
相 験の結 果も報 告され、Response rate 66
（CR 8 ）、median PFS 6 月、median OS 11
月と良 な結果が られている（12）。放射線 射内再
発に対する化学療法の治療効果は非常に悪いと言わ
れているが、この 験では放射線 射内再発 25 名
中 3 名（12 ）にCR、11 名（44 ）にPR が られて
おり、放射線 射内再発への有用性も示 された。

Lapatinibは、EGFRとher-2/neu 両方の typosine
kinase 害剤である。現在、術後化学放射線治療
への上 せ効果を調べる第 相 験が進行中であ
る。

ル

Panitumumabは、ヒト 化 EGFR
クローナ
体である。現在化学放射線療法との併用の臨床
験が進行中である。

Nimotuzumabは、 ュー で開発されたヒト 化
EGFR
クローナル 体であり、 合 に べて
安全性に優れていると言われている。局所進行頭
部 平上 癌を対象としたNimotuzumabと放射線
併用療 法の第 / 相 験（n 24）が行われ、skin
to icity が められず、200-400mgの用量（n 16）
ではmedian OS 44.3 月と良 な結果が られてい
る（13）。すでに ュー 、インド、中国、アル ンチン、
コロンビア、
ズエラなどで頭 部癌に対して
が られており、現在は術後化学放射線治療への上
せ効果を調べる第 相 験が進行中である。

腫瘍
の増 には、新生 管の形成が必要不
であることから、これも治療のター ットとされて
いる。頭 部癌の新生 管の形成にも、VEGF が重
要な役割を演じていること、またVEGFR 害剤を放
射線療法と併用することで、相 効果、さらには放射
線
性も低下することが基礎実験で報告されてお
（14 15）
り
、現在 VEGFR 害剤をはじめとするさまざま
な 管新生 害剤が臨床開発されている。

放射線

EGFRの発現は、VEGFRの発現を介した 管新生
をもたらし、またEGFR 害 剤
性になるととも
に、VEGFRの発現が上 する。またEGFR 害剤と
VEGFR 害剤の併用は相 効果、さらにEGFR
害剤への治療
性を
させることが基礎実験で
報告されており、EGFR 害剤とVEGFR 害剤の併
用の治療開発がさかんに行われている。
現在は 隔再発頭 部癌を対象とし、他剤を み
合わせた第 相、第 相 験が開発の中心であるが
化学放射線療法にbevacizumabを併用する臨床
験も進行中である。

Vandetanib（ D6474） は、VEGFR-2、EGFR、
RET receptorを 害するtyposine kinase 害剤で
あるが、頭 部癌でも化学療法、放射線療法との併
用で臨床開発中である。2010 年の ASCOにて 隔・
再発 状腺 様癌を対象とした D6474の第 相
験の結 果が報 告された。Vandetanib 群は Placebo
群に べてProgression free survivalの有意な 長
（16）
を めた（HR 0.45 95 CI 0.30–0.69）
。これ
まで thyroid cancerに有効な薬剤がなかったことか
ら、この結果は非常に注目され、FDAに
された。
現 在 局 所 進 行 頭 部 平 上 癌 を 対 象とした
D6474と化学放射線療法の第 相 験が進行中で
ある。

頭 部 平上 癌においてCOX-2の過 発現が
められるが、これを 害することで、腫瘍の増 、
、
、 管新生が 制されることも報告され
て い る。 ま た 癌 の carcinogenesis デ ル に て
COX-2 害剤 celeco ibは、 癌発生を 制するこ
とも報告されており（17 18）、現在頭 部 平上 癌の
一次、二次発生予 の意義を
するceleco ibの
臨床 験が進行中である。Celeco ibは、放射線増
感作用も報告されており（19）、放射線療法との同時併
用の臨床 験が進行中である。
（
）
放射線療法、化学療法によって き こされる
は、 者の OLを低下させるのみならず治療の
を き こして治療効果までも低下させる。KGFであ
るPalifermin が
器腫瘍に対する大量化学療法に
伴う
を 減させることが報告されているが（20）、
頭 部癌においてもその有用性が
されている。こ
（21）
れまでに局所進行頭 部癌に対して 、または術後
療 法（22）で 化 学 放 射 線 療 法 を 行 う 場 合 に
paliferminを併用するランダム化
験が行われ
ており、
の 減と
の期間の
が報告
されている。

JASTRO NEWSLETTER vol.101

9

■

わ
分子標的薬と放射線治療を併用する治療開発につ
いての現状を頭 部癌を中心に 説した。局所進行
癌に対する根治治療目的の場合、分子標的治療薬と
放射線治療の併用は現状ではまだまだエビデンスの
が不 分であり、標準治療とはなりえていない。
海外では合併症などの理 により化学放射線治療が
な症 に対する治療 プシ ンであると 識され
ている。本 では放射線治療との併用で
されて
いる分子標的薬はまだなく、実臨床で使用
にな
るにはまだ時間がかかりそうではある。使用する場合
には化学放射線治療とは 性のプロフ イルが異なっ
ており、有害事象の
によっては
の治療よりも
性が強く出ることと、その対策には適切な支持療法
の知識が必要になることは知っておくべきである。
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分子標的薬と
放射線治療の相互作用
大学医学

■は

形がんに対する治療方 は、長らく外科的手術
治療、放射線治療、 がん剤治療の 3つを として、
学的特 や臨床病期により められてきた。近
年では、がんの分子生物学的特 が、おもに分子標
的薬の治療選択に用いられるようになってきた。
一部の 形がんでは、放射線治療と がん剤治療
を併用する治療方法の開発が進められ、標準治療と
して治療成 の向上に
してきた。局所療法であ
る放射線治療は、 射
外の腫瘍に対しては無力
であるため、 がん薬と併用することにより以下のよ
うな効果が期待されている。 全身 がん薬治療を
併用することにより、 小全身
の制圧が期待され
る。
がん薬を放射線増感剤として用いることによ
り、放射線治療の効果を増強させる。 放射線の
性と ー ーラップしない 性をもつ がん薬を用い
ることにより、 性の増強なく両治療方法の効果が期
待できる。 正常
害を選択的に 制する薬剤
や生物 剤を用いることにより、正常
に対する放
射線の有害事象の 減が期待できる。
分子標的薬は、近年がん
に特異的な分子やシ
グナルを標的として開発され、一部のがん では標
準治療となっている。分子標的薬剤の開発と 行し
て、放射線治療との併用に関する研究も進められてき
た。分子標的薬の放射線との併用効果は、おもに上
記の の放射線治療の増感作用を目的とした基礎研
究が進められてきた。本 では、分子標的薬の放射
線増感作用に関する基礎研究について べる。

■

放射線
がん
に対する放射線治療の研究において、様々
な 子が放射線感 性 定にかかわることが明らか
となってきた。p53癌 制
子を中心とするアポトー
シス誘導の分子機構はこれまでに多くの研究が行わ
れてきた 域である。近年では治療
性に関 す
る分子やシグナル
の研究が行われている。その
中で最も精力的に研究され臨床応用が進んでいるの
は，上 増
子 容体（EGFR）とそのシグナル
を標的にしたものである。
1

12

EGFRとその下
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シグナル

の

性化は、増

ム生

学教

木村英晴、西尾和人

や
、 管新生、アポトーシス回 などがん
が生 し けるために必要な機 に結びついている。
EGFR 発現が多いほど放射線治療に
性を示すこ
とは、よく知られている。また、基礎研究において、
がん
に放射線 射を行うことで、EGFRのチロシ
ン ナー が 性化される1）。そのような研究結果か
ら、EGFRチロシン ナー を標的とした治療と放射
線治療との併用効果が期待された。また一部の非小
がんでは、EGFRチロシン ナー の ン酸化
ドメイン部 に
子変異が められる。その変異を
有するがんは、EGFRシグナルが 常的に 性化さ
れており、EGFRチロシン ナー
害剤に感 性を
示すことが知られている。またEGFR
子変異は放
射線 射の感 性も高く、野生 の EGFRを有する
に変異 の EGFRを導 すると放射線感 性が
増 強することが 基 礎 実 験で示されている2）3）。 変 異
EGFR が放射線感 性を示す理 として、EGFRの
局在の変化が考えられている。EGFRは 表面に局
在しているが、EGFや放射線 射などの
で 内
へ 行する。放射線 射による 内 行は、 容体
の自己 ン酸化同様に ガンド非
的である。 内
行はさまざまな
性 子を 性化させ、
増
や
進および DNA
修復が され
ることにより治療
性の一 となる3）。EGFRの
子変異があるとEGFRの 内 行は誘導されない
ため、放射線の効果が高くなると考えられている。
EGFR 体であるcetu imabと放射線とを併用するこ
とで みられ る 放 射 線 感
性 の 増 感 作 用 は、
cetu imab が 容体の 性を 制するとともにEGFR
の 内 行を 害することが関 していることが明ら
かとなっている4）。
また、EGFRなどの HER familyを同時に 数 害
することにより、さらなる放射線増感効果が期待され
ている。Fukutomeらが 行った研 究では、EGFR
害剤とHER2 害剤とを用いて、単独で 害した場
合と
して両 容体を 害した場合に、より強力な
放射線感 性が められた5）。
2

HDAC 害剤は、ヒストン 白をアセチル化するこ
とでがん 制
子などの
を 進し、 がん作
用を発 すると考えられている。加えてHDAC 害剤
は、DNAの二重 切 の修復を
させることによ

特集

り、放射線や他の がん薬に対する感 性を増強す
ると考えられている6）。Ku70、Ku86、DNA-PKC な
どの DNA 修復に関 する 白の
子発現を 制
することが知られており、その結果放射線増感効果を
生み出していると考えられている。
3

S 90
シ ック 白であるHSP90は、
調節に関わ
る 白と分子シャ ロンを形成して 白の安定や
送に関 している。そのクライアント 白には HER2、
Raf-1、Akt、Bcr-Abl、p53、hTERTなど の 放 射 線
感 性に関 している 白も多く含まれる。そのた
め、HSP90 害剤と放射線との併用は期待され、17AAG が 期から臨床 験が行われてきた。しかしな
がら、 性の問題で臨床応用には らなかった。その
後、多くの HSP90 害剤が開発されており、HSP90
害剤の放射線増感作用の みは いている。

■放射線
腫瘍
放射線 射が腫瘍
上の 原発現を増強させる
ことにより、
クローナル 体治療の効果を高めるこ
とが期待されている。B ンパ の表面 原である
CD20は、放射線 射によって発現が増強される。そ
の 体であるritu imab の
前に放射線 射を行
うことにより、ritu imab の ンパ腫
上での集
を向上させ、 腫瘍効果が増強されることが期待でき
る8）。また、Riestererらは放射線 射が cetu imab
のがん
での集 を向上させる
性について報
告している9）。

■ わ
今回は、放射線治療と分子標的治療の併用につ
いて、基礎的研究の結果を中心に べた。分子法
的薬の 場によって、放射線増感作用のター ット
もDNA から大きく変化している。現状では放射線治
療と新しい分子標的薬の臨床応用は られているが，
EGFR 害剤を臨床 験でその有効性を示す結果が
報告され めている。まだまだ多くの薬剤や分子標的
が放射線感 性を増感させる示す
性があり、臨
床応用に向けた なるデータの
が必要と思われ
る。

放射線

2）Irmer D Funk JO Blaukat A. EGFR kinase
domain mutations - functional impact and
relevance for lung cancer therapy. Oncogene.
2007 26: 5693-701.
3）Das AK Chen BP Story MD et al. Somatic
mutations in the tyrosine kinase domain of
epidermal growth factor receptor （EGFR）
abrogate EGFR-mediated radioprotection in
non-small cell lung carcinoma.Cancer Res.
2007 67: 5267-74.
4） Chen DJ and Nirodi CS. The Epidermal Growth
Factor Receptor: A Role in Repair of RadiationInduced DNA Damage. Clin Cancer Res. 2007
13: 6555-6560.
5） Dittmann K Mayer C and Rodemann HP.
Inhibition of radiation-induced EGFR nuclear
import by C225（Cetu imab）suppresses DNAPK activity. Radiother Oncol. 2005 76: 15761.
6）Fukutome M Maebayashi K Nasu S et al.
Enhancement of radiosensitivity by dual
inhibition of the HER family with D1839
（ Iressa ）and trastuzumab（ Herceptin ）. Int
J Radiat Oncol Biol Phys. 2006 66: 528-36.
7） Bots M Johnstone RW. Rational combinations
using HDAC inhibitors. Clin Cancer Res. 2009
15: 3970-7.
8） Kunala S Macklis RM. Ionizing radiation
induces CD20 surface e pression on human B
cells. Int J Cancer. 2001 96: 178-81.
9） Riesterer O Mason KA Raju U et al. Enhanced
response to C225 of A431 tumor enografts
growing in irradiated tumor bed. Radiother
Oncol. 2009 92: 383-7.

■
1）Akimoto T Hunter NR Buchmiller L et al.
Inverse relationship between epidermal growth
factor receptor e pression and radiocurability
of murine carcinomas. Clin Cancer Res. 1999
5: 2884-90.
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イレッサの使用上の注意と問題点：
放射線との併用は可能か？
大学医学

■は

癌に対する 部放射線治療で臨床上問題となる
性は、放射線
（間 性
、 線 症）であ
る。重 な放射線
を合併すると、治療が中 する
のみならず、ARDS/ALIに進展したり、
の治療薬
として使用する副
ステロイド薬により、日和見感
を生じて致死的となる場合がある。 がん薬につい
ても、
後に薬剤性の間 性
を発症する場合
があり、特に ムシタビン、イ テカン、アムルビシ
ンは間 性
を ースに持つ 者への
は
である。 癌治療時の
害として、最も注目される
薬剤は フィチニ である。 フィチニ
後8 間
以内の急性
害・間 性
の発症率は 5.8
（193 /3322 ）、
害による死 率は2.3 （75
/3322 ）で あ っ た。 ま た PS（performance
status）2 以上、
のある人、すでに間 性
を合併している人、化学療法を けたことのある人で
は
害がおこりやすいことが示 された。また、 フィ
チニ
12 以内の
害の発症率は、化学療法
による
害の発症率の1.9 倍（4.0 対 2.1 ）
、
子を調整すると3.2 倍の高さであり、通常の化学
療法に べても
害がおこりやすいことが明らかと
なった。従って、間 性
の危険性が高い二つの
ダ ティを併用することは
がある。ところが、前臨
床 で は 上 成 長 子 容 体（epidermal growth
factor receptor: EGFR）の 害が放射線感 性を高
めることが
され１）、従来の がん薬との併用療法と
同様に、いわゆる化学放射線療法としての フィチニ
併用療法が臨床研究によって 討されつつある。

■局
行
化学放射線療法は、局所進行非小
癌に対す
る有効な治療戦 である。両者の併用は放射線増感
作用による局所制御と、 がん薬による 隔
の制
御の二つの 面から有用性が期待される。現時点での
標準的治療はプラチナ併用化学療法と 部放射線の
同時 射である。 部放射線治療については1日1 回
２Gy、30 回の 射で計 60Gy が標準的であるが、化
学療法は時代とともに変化しつつある。近年報告され
た日本における
験の結果2）3）、推 される化学療
法はカル プラチンとパク タ セル（weekly
）と
シスプラチンとドセタ セル療法であり、 効率は63、

14
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79 、平 生 期間は22、27 月、５年生 率は
20、24 であり、 なる治療成 の向上が望まれる。
そのほか、実地臨床ではシスプラチンとナ ルビンの併
用療法が化学療法としては 用されている。

■

い
フィチニ は特定のEGFR
子変異を有する
（e on 19の
、e on 21のL858R 変異）非小
癌に対し、単剤で70 以上の高い 効率を有す
る。また、これらの
子変異を有する切 不 進行
非小
癌において、標準的とされるプラチナ 剤
併用化学療法と フィチニ 単剤の
験が国内の
二 つの 多 施 設 同 研 究グル ープにおいて行 われ
（WJOG、NEJ）
、標準的化学療法と
して、 フィ
チニ において有意なPFSの 長が められた4）5）。現
時点で、EGFR
子変異を有する切 不 進行非
小
癌の標準的治療となった。

■

と
放射線
フィチニ と 部放射線治療の併用を考える場合、
２つの治療戦 があげられる。一つ目は フィチニ
単剤と 部放射線治療の併用であり、二つ目は がん
剤に フィチニ と放射線療法を併用する方法である。
海外で第１相 験が行われているが、いずれも後者の
治療戦 がとられた6）7）。 験の結果推 される が
ん 薬 の 用 法 は シ スプラチン の 場 合、35 mg/m2
weeklyで あり、ド セタ セ ル の 場 合 20 mg/m2
weeklyであった。いずれの 験も 容性ありと
さ
れた。
日本では フィチニ 単剤と 部放射線治療の併用
が行われた。Okamotoらは局所進行非小
癌に
おいて フィチニ 単剤と 部放射線治療の同時併用
を行った8）。本 験では14日間の フィチニ 内 後、
15日目から 部放射線治療が開 され一日２Gy 、計
60Gyの 射を行うプロトコールであった。本 験は
フィチニ 内 14日間での2 名の現病増悪と治療中の
害に伴う2 名の放射線治療中 などによって9 名
での
が終 となったが、
された症 でEGFR
変 異 を 有した2 症 の 生 期 間 は5 年 を えた。
JCOGではシスプラチン、ナ ルビン併用化学療法と
部放射線治療後に、 フィチニ を内 する 験が

特集

行われている（JCOG0402）。対象は，未治療のIII 期
非小
癌で根治的 部放射線治療が
な症
で重
者は 外された。シスプラチン，ビ レルビン
による化学療法を2コース施行。 フィチニ は化学
療法 2コース開 22日目から1 年間
。 部放射
線治療は フィチニ 開 15日目より開 した（１回
2Gy，総 射線量 60Gy）。38 が
され、 効
率は73 、生 期間中央値 28.5 月、1 年および 3
年生 率は94 ，35 であった。Grade 2 以上の
が 2 名に められた。

■

フィチニ はEGFR
子変異を有する症 に対
しての使用が有用であり、単剤でも70 以上の 効
率が期待される。したがって、今後の治療戦 としては、
EGFR
子変異を有する切 不 局所進行 癌症
に対し、 フィチニ と 部放射線治療を同時併用
で行う、new combined modality が期待される。そ
の には、治療の
となる間 性
に対する対応
が 分に 討された臨床 験が行われることが期待さ
れる。

■
1） Lammering G Hewit TH Hawkins WT et
al: Epidermal growth factor receptor as a
genetic therapy target for carcinoma cell
radiosensitization. J Natl Cancer Inst. 93:9219 2001.
2） amamoto N Nakagawa K Nishimura
et al:
Phase III study comparing second- and thirdgeneration regimens with concurrent thoracic
radiotherapy in patients with unresectable
stage III non-small-cell lung cancer: West
Japan Thoracic Oncology Group WJTOG0105.
J Clin Oncol. 28:3739-45 2010. Epub 2010 Jul
12.
3） Segawa
Kiura K Takigawa N et al: Phase
III trial comparing doceta el and cisplatin
combination chemotherapy with mitomycin
vindesine and cisplatin combination
chemotherapy with concurrent thoracic
radiotherapy in locally advanced non-smallcell lung cancer: OLCSG 0007. J Clin Oncol.
28:3299-306 2010.
4） Mitsudomi T Morita S
atabe
et al:
Gefitinib versus cisplatin plus doceta el in
patients with non-small-cell lung cancer
harbouring mutations of the epidermal growth
factor receptor（WJTOG3405）: an open label
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randomised phase 3 trial. Lancet Oncol.
11:121-8 2010.
5） Maemondo M Inoue A Kobayashi K et al:
Gefitinib or chemotherapy for non-small-cell
lung cancer with mutated EGFR. N Engl J
Med. 362:2380-8 2010.
6） Wang J Xia T Wang J et al: Prospective
Study of Epidermal Growth Factor Receptor
Tyrosine Kinase Inhibitors Concurrent With
Individualized Radiotherapy for Patients With
Locally Advanced or Metastatic Non-Small-Cell
Lung Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2011（in press）
7） Center B Petty WJ Ayala D et al: A phase
I study of gefitinib with concurrent doseescalated weekly doceta el and conformal
three-dimensional thoracic radiation followed
by consolidative doceta el and maintenance
gefitinib for patients with stage III non-small
cell lung cancer. J Thorac Oncol. 5:69-74
2010.
8） Okamoto I Takahashi T Okamoto H et
al: Single-agent gefitinib with concurrent
radiotherapy for locally advanced non-small
cell lung cancer harboring mutations of
the epidermal growth factor receptor. Lung
Cancer. 72:199-204 2011.
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血管内皮増殖因子（VEGF）阻害剤による新生血管抑制と
放射線の併用による相互作用及び問題点
大学

管新生は
の 管から腫瘍内に 管が びる
現象で、腫瘍 が 1-2mmに すると腫瘍
がさら
に増 を けたり、
するために必要となる。1970
年代にFolkmanらによって 管内 を標的とした
新生 管療法が有効ながん治療の とつとなるであ
ろうと提 されて以来、 ・大 ・ ・ ・
癌、そして悪性グ
ーマに 新生 管療法が みら
れている。ヒト化 VEGF-A 体であるbevacizmab
とVEGF receptor 2（VEGFR-2）を 害する３ のチ
ロシン ナー
害剤が臨床的に使用されている。し
かしbevacizmab 単独では、 腫瘍
を目的とした
通常の化学療法剤と
して有効とは言えない。放射
線治療による
効果は主に、
内の 分子か
ら放射線によって生じた遊 基が DNA 二本 切 を
こす、間 作用によるとされている。
内の
酸素はこの間 作用への増感効果を有しており、低酸
素腫瘍は放射線による局所制御が しく予後は悪いこ
とが知られている。そのため、ARCON（accelerated
radiotherapy with carbogen and nicotinamide）
療法や高圧酸素と放射線併用治療が みられたが、
全体が高酸素となるために正常
も 害される
という有害事象が問題となっている。 新生 管薬の
併用は、腫瘍の低酸素を 長することによって却って
放射線
性を高めてしまうのではないかと危 され
た。しかし、bevacizmabは、一時的に腫瘍
の酸
素化と、間 の 腫を 減する効果がある。新生腫瘍
管は正常 管とは異なり、
、 張、 分別れ
や
が多く、 過性も高いため、周 の間 圧も高
く低酸素状 となっている。 新生 管剤は異常 管
を 害することによって、vascular normalization（
管正常化）を こし
を上げると考えられてい
る。すなわち、 新生 管剤の併用によって腫瘍の酸
素 度が上 するばかりでなく、化学療法剤の腫瘍
への
性も上 するため、 者併用は放射線単
独療法よりも有効であることが明らかとなった。 に、
VEGF 産生腫瘍に対しては 管新生 害効果がより強
いと考えられる。
この 管正常化はbevacizmab 以外の 新生 管
剤でも こり、効果は
後速やかで 日間は酸素
度が上 するが一時的で、その後低酸素になることが
実験的に明らかとなっている。また実験的に、 新生
管薬の
中 に伴って腫瘍 管の新生も再開し、
腫瘍の増 速度が上 することが知られている。これ
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らのことは、最大の 腫瘍効果をあげるために 新生
管薬の
と放射線 射のタイミングが
である
こと、腫瘍
と同時に新生 管も放射線治療の標的
とした方が
することを示している。また 管正常化
が 期間しか こらないのであれば、通常のX 線 2Gy
／日の分割 射療法では腫瘍
と新生 管内
を 害するには有効な 射量を
できず、高線量
低分割 射がより有効であることも考えられる。チロシ
ン ナー
害剤の場合、実験的ではあるが、放射線
を先行した方がより有効であるという報告もある。併用
療法の最適
をみいだすためには、腫瘍
の低酸
素 域やhypo ia-inducible factor（HIF）-1の非
的なイメージング技術の開発が望まれる。VEGF 経
薬として上記以外に、VEGF- 容体（VEGF-R）
の一部と
グロ
ンのFc 部分との 合タンパクで
あるVEGF Trap（a bercept）は、bevacizmabより
もVEGF への 和性が高く、臨床 験も行われている。
bevacizmabに らず、VEGF 経
薬は高 圧、
下 、全身
と
形成に伴う
管性出 と
創 治 の れなどの 通した有害事象を生じる
性がある。有害事象を予 するためには、 新生
管療法が有効か かを治療開 から 期に予想でき
るbiomarker が必要である。現在、治療開 4 目
でのMRI 画像における変化や
collagen typeIV、
PETス ャンなどが有望視されている。
腫瘍
は broblast growth factor（FGF）-2や
platelet derived growth factor（PDGF）-BBなど、
数の 管新生機構を有しているためにVEGF 経
薬に 性を示すことがある。また、VEGF 経 の直
薬 ば かりでなく、epidermal growth factor
receptor（EGFR） 害 剤 やphospahtidylinositol
3-kinse（PI3K）/Akt 経
剤も 管正常化を こ
すことが知られており、 新生 管薬として有望である。
最近、特に注目を びているのが mammalian target
of rapamycin（mTOR） 害剤である。 々は、X 線
2Gy ／日の分割 射を30日以上 けても増
を
持している「臨床的放射線 性
」を 数の
株から樹立した。 ードマウス 下へ
して形成さ
れた腫瘍は 通して2Gyの分割 射に 性で、放射
線感 性である
来の腫瘍よりも 管 度が高
い。放射線分割 射に対する 性を克 するためには、
bevacizumabは無効であるが、mTOR 害薬である
everolimus が有効であることが明らかとなった。臨床

放射線

特集

的放射線 性
から、VEGF 以外に直 あるいは間
的な 管新生 子を産生していることが示 される。
正常の
は自己
、多分化 を有してい
る。同様な性 と 腫瘍性を備えた
はがん
と ばれており、腫瘍を根絶するためにはがん
を標的とすることが重要であるとされている。悪性グ
ーマは、がん
が 在すること、VEGF 産生
と新生腫瘍 管が
であることが知られている。不
思議なことに、グ
ーマ
は 管周 に 在す
るが、壊死で特 付けられるように低酸素状 である
と考えられる。さらに壊死が高度であるほど悪性であり、

低酸素状 ががん
の形
持に関わっているこ
とも知られている。悪性グ
ーマは、 定的に有効
な治療法がないため めて予後が悪い。放射線と
VEGF 経
の ランスをとることによって有効な治
療法を 立する
性がある。腫瘍
と 管以外に
も、線
や腫瘍関 マクロフ ージ（TAM）な
ども腫瘍の構成
であり、 管新生にも関 してい
る。今後、放射線 性を克 するためには、in vitro
という純 系の実験から れて、腫瘍
と 管、さ
らにその他の間 成分との相互作用について
する
必要がある。

分子標的薬の出現により変貌する白血病の治療
－もしあるとすれば、放射線との相互作用は？－
会医

従来の がん薬は選択 性が低いため、がん
を 害はするものの、同時に正常
をも 害し、
少なから 副作用を
する。すなわち両 の の
状 であった。しかし近年がん治療に分子標的薬が
導 され、治療成 の向上が著しい。
にはがん
の本 解明の進歩があり、標的分子の発見 ･ 特定化
によってより的 な治療薬の開発に ったことがある。
器腫瘍分野では、
表面 原を分子標的と
してritu imab（CD20 原；非ホジ ン ンパ腫 ）、
campath-1H（CD52 原； 性 ンパ性白 病：本
未
）、gemtuzumab ozogamicin（CD33
原；急性
性白 病 ）など 体医薬が臨床導 さ
れたが、プロトタイプとして 性白 病（CML）や
化管間 腫瘍（GIST）の特効薬とも言うべき小分子
化合物のメシル酸イマチニ （グ
ック ）が白 で
ある。CMLでは、化学療法など従来の薬物療法のみ
では診 後通常
年で 行期を経て急性 化を来
し死 する。しかしイマチニ の出現により予後は
的に
し、 性期の CMLの 85 以上は急性 化
することなく長期生 すると期待されている。イマチニ
性や無効症 でも、第二世代のダサチニ やニ
ロチニ があり、また同
を行なうことで、
最終的には全体の 90 以上の 者さんが長期生
する期待されている。
今回特集のテーマである放射線治療と分子標的薬
の併用であるが、そもそも白 病症 に放射線治療
と薬物療法を併用する適用病 は めて少なく、むし
ろ多く場合は
ですらある。白 病症 に対する放

大学

腫瘍

相羽惠介

射線治療の適応としては、脳
への白 病
（全
頭
射、全
射）や腫 形成性病変などに対
する局所 射と
時の前処置としての
全身 射（TBI）などである。これらの場合、特に中
神経系への 射時には、副作用増強の
のため
がん薬の同時併用は
とされる。またその他の
場合でも、 がん薬併用による放射線増感作用の意
味合いは少ないと思われ、それを意 した研究も少な
い。よって白 病治療の分野では放射線治療と が
ん薬の併用は
まず、研究対象としては興味の
しい分野であった。
イマチニ は BCR-ABL メラ 白の ABLチロシン
ナー ドメイン内の ATPポ ットをATPと 合的に
占拠することにより、BCR-ABL が基 タンパク の
チロシン 基にATP から ン酸基を
させるのを
げる。すなわちSRCフ ミ ー ナー であるHCK、
L Nの基 の ン酸化が 害され、
増 が 制
される。またSTAT、STAT5の経 が 制され、ア
ポトーシス 制 子 BCLXの
が 制される。ま
たBCRの ン酸化も 制されてGRB2を 点とする
SOS、GAB2の クルートが 害され、これらを経
するRas/Rafシグナルの 制、PI3K/Akt、JNKの経
が 制される。すなわちイマチニ は上記の多 に
わたる下 シグナルを
してCML
を特異的に
害する。
このような作用を有するイマチニ と 線 射との
併用に相 効果があるか かをTopalyらはヒトCML
株などを用いて調べた1）。BCR-ABL メラ 白
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陽性のヒトCML
株で ンパ性急性 化
来の
株や
性急性 化
来の
株、BCRABL メラ 白 性
株などをまず放射線 射（0
〜 12Gy）し、その後イマチニ を
（0 〜 0.8 M）
させて、MTT assayにて増
制（ED50 50 効果
用量）を 討し、併用効果をChou analysisにて評
価した。またCML2 症 からCML 前
を て、
CFC（コロニー 形 成
）assayにて放 射 線 射
（0.1 〜 2.5Gy）とイマチニ （0.01 〜 0.25 M ）併
用の効果を評価した。BCR-ABL メラ 白陽性ヒト
CML
株は両方ともに併用効果は相 的であり、
その併用効果は ンパ性急性 化
株でより 著
であった。BCR-ABL メラ 白 性
株では、そ
もそもイマチニ が無効であったため、併用による増
強 効 果は められなかった。CML 者の primary
cultureでの CFC assayでも、用いた用量
のすべ
てにおいて 処理単独よりも併用にて優れた増
制効果が められた。この様に放射線 射とイマチニ
による良 な併用効果が基礎実験で示されたが、
臨床に応用される場面としては、CMLの
白 病
時や自家あるいは同
時があげられるかもし
れない。放射線は ンパ性急性 化でより効果がある
し、中 神経系再発再
も期待される。よって
局所療法や TBIにイマチニ を併用するのは論理的
展と考えられるかもしれない。
イマチニ は Rad51 発現を 制することで腫瘍
の 放 射 線 感 性を増 強 するとの 報 告 がある2）。
Rad51は相同的 DNA 修復系において本 的なもの
であり、
の放射線感 性の 定要 と示 され
ている。放射線の主たる標的は DNAである。電
放射線によるDNA
には実に多くの
が報告さ
れているが、主たるものには
基
基の遊
DNA 切
橋形成などがある。なかでも
DNA 二重 切 が一 重要であり、DNA
応
機構が 害されていれば放射線の効果はより強まるこ
とになる。DNA 害の修復に相同 み えは重要な
役割を果たしている。 み えは、DNA 二本
端
が られて生じる一本 DNAを利用して、相同な二
本 DNAを すこの 応は、Rad51 が単 DNA 上
で行うと考えられている。Choudhuryらはヒト 腺癌、
前立腺癌、
癌などの
株を用いてイマチニ
単剤の効果（0 〜 20 M 0 〜 72 時間）や電 放射
線との併用効果をclonogenic survivalなどで評価し
た3）。イマチニ 処理後は RAD51の 内発現とクロ
マチンへの結合は減少していた。そしてイマチニ と
電 放射線併用によりclonogenic survivalは減少し
効果は増強していた。
HuguetらもヒトCML
であるK562
株を用
いてイマチニ と電 放射線併用の効果を 討してい
るが、cell cultureでの
増
制効果は、相加
的だったと報告している4）。
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以上のごとく、CMLに対してイマチニ と放射線
射の併用は一定の効果が期待できるかもしれないが、
その効果増強機序の
な裏付けは今後の 討課題
である。近年癌
の放射線応 機構が解明されつ
つあることから、分子標的薬併用時の分子機序の究
明も急務である。

■
1） Topaly J Fruehauf S Ho AD et al. Rationale
for combination therapy of chronic
myelogenous leukaemia with imatinib and
irradiation or alkylating agents: implications
for pretransplant conditioning.
Br J Cancer. 2002 86:1487-1493.
2） Russell JS Brady K Burgan WE et al. Gleevecmediated inhibition of Rad51 e pression and
enhancement of tumor cell radiosensitivity.
Cancer Res. 2003 63:7377-7383.
3） Choudhury A hao H Jalali F et al. Targeting
homologous recombination using imatinib
results in enhanced tumor cell chemosensitivity
and radiosensitivity. Mol Cancer Ther. 2009
8:203-213.
4） Huguet F Giocanti N Henne uin C et al.
Growth inhibition by STI571 in combination
with radiation in human chronic myelogenous
leukemia K562 cells. Mol Cancer Ther.
2008 7:398-406.

